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蓬莱山まつり

第２回臨時会
５月

日開催

行政報告

在住の野上治代・俊雄
様より１００万円の寄
附がありました。

議会臨時会では、町長の行政報告の後、
平成 年度ふるさと応
議案６件を審議、それぞれ可決した。
援寄附の実績
４４５３件
なお、今臨時会では 会に出席可能）
議会広報特別委員の
任期が２年を経過した
 ６２６５万１０円
ことによる議会運営委 任期は４年のため、改
員等の改選が行われた。 選は行われなかったが、 指名停止について
各委員会の構成は、 所属会派の都合により、 次の業者を指名停止
次 の と お り 。（ ◎ は 委 築紫文一委員が辞任し、 とした。
員長、
○は副委員長。
） 城地民義議員が選任さ 業者名 大成ロテック
れた。
総務常任委員会
株式会社
◎池田一也○木内達夫
停止期間 平成 年３
・川端克美・白尾卓人
月 日～平成 年４月
・畑端憲行・ 日向寺敏彦
日
低気圧よる被害状況に
文教厚生常任委員会
工事に係る入札結果
◎渡辺保夫○築紫文一 ついて
２月・４月の低気圧 ・区画線工事
・志田 力・進藤 猛
・福嶋尚人・下川孝志 による暴風、波浪の被
２９５万円

害状況。４月 日まで ・静内柏台団地公営住
・谷 園子
の確定分
経済常任委員会
宅等建設外構工事その
◎川合 清○建部和代 ［暴風被害］
１ 
２１８５万円
万６ ・静内地区検査期間満
・北道健一・田畑隆章 農業被害４件

・阿部公一・城地民義 千円
了量水器取替修繕工事
水産被害１件 ３万円 １工区  ４６７万円
議会運営委員会

◎進藤 猛○福嶋尚人 ［波浪被害］
・静内地区検査期間満
万円 了量水器取替修繕工事
・志田 力・畑端憲行 水産被害１件

・池田一也・川合 清
２工区
寄附について
・築紫文一
４６４万５千円

新ひだか町静内豊畑
（細川議長は、全委員
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・静内地区検査期間満
了量水器取替修繕工事
３工区  ５３０万円
・静内地区検査期間満
了量水器取替修繕工事
４工区  ５１０万円
・三石地区検査期間満
了量水器取替修繕工事
４２６万円

・ピュアトイレ施設改
修工事  ４４９万円

委託業務に係る入札結
果
・役場静内庁舎警備業
務  ５１４万５千円
・町有施設電気保安管
理業務
４７１万３７５０円
・町有施設消防用設備
等点検業務その１
６２０万円

・役場三石庁舎警備業
務 
４８０万円
・新冠泉地区新植事業
業務委託 ９２５万円
・草刈業務委託その１
（パークゴルフ場外）
５４０万円

・草刈業務委託その４
（静内川右岸緑地公園
外） 
３１０万円
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・草刈業務委託その５
（都市 公 園 ）
３３８万円

・二十間道路桜並木草
刈業務 委 託
６７０万円

・ピュア施設改修工事
実施設 計 業 務 委 託
４５０万円

・静内柏台団地公営住
宅等建設工事監理業務
委託 
６４０万円
・分収造林川上団地新
植事業 業 務 委 託
４４０万円


万円を 万円に、後 万円を 万円に改正し
町税条例等の一部改正
期高齢者支援金等課税 た。
（議案第４号）
改正された要旨は次 額に係る課税限度額
国民健康保険の減額
のとおり
・個人町民税関係
スイッチＯＴＣ薬控
除
（医療費控除の特例）
の創設
定例会は、６月 日招集され、
・法人町民税関係
４日間、 日までの会期で開催さ
法人町民税の税率引
れたが、 日までに全日程を終了
き下げ
し、閉会した。
・軽自動車税関係
町長の行政報告、報告２件（承
環境性能割の創設
認）
、諮問１件（承認）
、議案２件
グリーン化特例（軽
（可決）を審議後、一般質問（
減）の延長
身体障がい者等に対
名、 件）を行い、その後議案
する軽自動車税減免の
件を可決、意見書案 件を審議、
適用範囲の見直し
可決した。
（詳しくは税務課へ。）

第３回 定 例 会

23 24

17 10

委託業務に係る入札
・草刈業務委託その６
（一般公園外）
３１３万円

・草刈業務委託その６
（静内地区町道外）
５５０万円

基準（５割減額、２割
減額）についても改正
した。

万３８８２円

方への損害賠償の和解
賠償額



15

報告事項

27

17

21

新ひだか町誕生 周年 損害賠償請求事件に関
記念第 回しずない桜 する専決処分（報告第
１号）
まつり
職員の公務中におけ
開催結果は、開花４
月 日、満開５月４日、 る交通事故による相手



札幌静内会・札幌三石会

入込み客数 万４３７ 繰越明許費繰越計算書
９人となった。
について
（報告第２号）
平成 年度における
平成 年度札幌静内会 一般会計補正予算（第
総会及び札幌三石会総 ５号・第６号）の事業
会
は、繰越明許費として
５月 日に開催され、 今年度に繰越された。
議長・副議長とともに ・自治体情報セキュリ
出席。
ティ強化対策事業
繰越額 １３８４万円
・地方創生事業
繰越額 ５２７０万円
・子ども・子育て支援
システム改修事業
繰越額１０１万６千円
・公営住宅改良事業
繰越額 １６２８万円
・公営住宅建設事業
繰越額
４億４６３９万５千円
・学校施設非構造部材
耐震改修事業
繰越額
 ５５８５万１千円
・移動図書館車整備事
業
繰越額
 １０７９万５千円

14

54

35

行政報告

52

工事に係る入札結果
・静内柏台団地公営住
宅等建築工事その１
７８９０万円

・静内柏台団地公営住
宅等建築工事その３
８１００万円

・静内柏台団地公営住
宅等建設外構工事その
２ 
３１１０万円

10

都市計画税条例の一部
改正（議案第５号）
・課税標準の特例に係
る条項の追加
・課税標準の特例に係
る条項整理
国民健康保険税条例の
一部改正
（議案第６号）
・改正内容
基礎課税額（医療費
分）に係る課税限度額

28

22

19

53

議決された議案

46

11

30

新ひだか町教育委員会
委員の任命同意（議案
第１号 ）
氏名 泊 範 子 氏
住所 静内西川６番地
財産の取得（議案第２
号・第 ３ 号 ）
多目的用途の中型バ
ス（定員 名）１台及
び児童及び生徒通学用
中型バス（定員 名）
１台購 入
45
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諮問第１号
人権擁護委員候補者
の推薦 に 同 意 し た 。
・加地 明 子 氏
・高橋 陽 子 氏
・大平 響 子 氏
任期は、平成 年９
日までの３年間。
月

号）
協定金額
 ５億３４９０万円

意見書（全件可決）

30

議決された議案

運営上必要があるとき ●辺地に係る公共的施
は、指定管理者に管理 設の総合整備計画の策
定（議案第 号）
を委託するもの。
業務の範囲、管理の ・本桐仲野線道路整備
・第二簡易水道施設整
基準等を定める。
備事業
●新ひだか町介護サー ・防火水槽更新
ビス条例等の一部改正
●新ひだか町過疎地域
（議案第 号）
条例中の字句の改正。 自立促進市町村計画の
変更（議案第 号）
議案第３号から第
号までは別掲

15

全議案全会一致で可

●新ひだか町社会体育
施設条例の一部改正
（議案第 号）
・新ひだか町川上ゲー
トボール場の廃止

15

決

●新ひだか町教育・保
育施設の保育の認定等
に関する条例及び新ひ
だか町地域保育施設条
例の一部改正（議案第
号）
低所得世帯・多子世
帯等の経済的負担の軽
減を図るための措置。
・母子世帯に係る特例
措置の拡充。
・多子世帯に係る特例
措置の拡充。
（詳しくは、住民福祉
課へ。）
●新ひだか町生活支援
ハウス条例の一部改正
（議案第 号）
生活支援ハウス管理

17

熊本地震災害に対し、
６月 日新ひだか町議
会議員会より日本赤十
字社日高分区長（新ひ
だか町長）を通じ義援
金 万円を贈りました。

●地方財政の充実・強
特別会計 は
化を求める意見書
●次期介護保険制度改
８１５６万円を補正
正における福祉用具、
住宅改修の見直しに関 議案第４号～第９号
する意見書
特会・事業会計の主なもの
●骨髄移植ドナーに対
する支援の充実に関す
今回の補正は、人事
る意見書
異動等に伴う職員の人
●「要介護１・２」の 件費。
「保険外し」を中止し、
安心・安全の介護保障
議員会が義援金を贈呈
を強く求める意見書
●スクールカウンセラ
ー・スクールソーシャ
ルワーカーの配置拡充
を求める意見書

一般会計補正 は
５８１４万６千円

議案第３号
一般会計の主なもの

22

20

10

●臨時福祉給付金支給
事業３７７８万７千円
●共同井戸管理経費
８３２１千円

今回の補正の主なも
のは、人事異動等に伴
う職員の人件費。

日向寺議員会長より贈呈

11

18

19

13

14

●北海道市町村総合事 ●義務教育費国庫負担
務組合規約の一部変更 制度堅持・負担率１／
２への復元、子どもの
（議案第 号）
貧困解消など教育予算
●北海道市町村職員退 確保・拡充と就学保障
職手当組合規約の一部 の充実、「 人以下学
級」の実現をめざす教
変更（議案第 号）
職員定数改善に向けた
●北海道町村議会議員 意見書
公務災害補償等組合規 ●道教委「新たな高校
約の一部変更（議案第 教育に関する指針」の
見直しとすべての子ど
号）
第 号から第 号は、 もにゆたかな学びを保
加盟団体等の変更に伴 障する高校教育を求め
意見書
うことによる改正。
16

17

●工事請負契約締結
（静内柏台団地公営住
宅等建設建築工事その
１）（ 議 案 第 １ 号 ）
 ８５２１万２千円
●工事請負契約締結
（静内柏台団地公営住
宅等建設建築工事その
３）（ 議 案 第 ２ 号 ）
８７４８万円


10

きずな

生活支援ハウス

31

●新ひだか町公共下水
道処理施設の長寿命化
建設工事委託に関する
協定の 締 結 （ 議 案 第

12

30
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よりよいまちづくりをめざして
10名・35件

一般質問

12

公明党クラブ

Ｑ 軽種馬対策事業や競馬
法の延長を要請すべき

Ａ 関係機関・団体や国会
議員に強力に要請する

一也 議員

池田

問 レポジトリー等の 項目を挙げ、農林水産 業なのかと論議があり、
軽種馬生産育成総合対 省畜産局競馬監督課・ ようやく競走馬生産振
策事業は、 年 月ま 日本軽種馬協会・日本 興事業などが、初めて
で延長されたが、あと 中央競馬会・地方競馬 一般財源で 億円の予
１年６ヶ月で期限を迎 全国協会に要望書を持 算がついた。
国会議員の力強いご
える。再延長への町長 っていきたいと思って
支援、農水省や財務省
いる。
の考えは。
答（町長）軽種馬生産 問 競馬法改正の延長 に働きかける際に、お
振興対策協議会の会長 を強く要請をすべきで 金の問題なので、力が
必要とされている。
をしていて、懸案事項 はないか。
３年や５年ではなく、 特に与党には、その
を検討し、要請活動を
年等の長く延長がで 要望書を携えたときに
している。
あわせて、軽種馬生 きるよう要請を強力に は、必ずそちらにも寄
り、引き続き、臨んで
産構造改革推進会議の すべきではないか。
会長は日高町の三輪町 答（町長）相当以前か いきたいと考えている。
長で、生産振興の基盤 ら、競走馬生産は、農
的な協議し方向を出し、
要請に結びつけ、一緒
に活動している。
引き続き、レポジト
リー予算は、要請して
いくと当然考えている。
推進協と推進会議の
総会があり方向性を定
めて、夏の要請活動に
29

10

50
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問 学校給食での「食
品ロス」の現状と対応
は。
答（学校給食センター
長）学校給食の残渣率
では、野菜のメニュー
の大根サラダやふきの
炒め煮などで、残渣率
が ％を超えるものも
ある。対応は食材の切
り方、味付けの工夫に
努め、児童生徒への食
に関する指導を一層充
実させ た い 。
問 学校教育の中で食
育、環境教育を通して
「食品ロス」削減につ
いての 指 導 は 。
答（学校給食センター
長）小中学校では「食
に関する指導の全体計
画」を作成し、発達段
階に応じて、食育指導
を行っている。小学校
では、食育出前授業に
40

Ｑ 「食品ロス」削減の啓発
について

Ｑ アイヌ住宅改良資金貸付
事業について

Ａ 滞納金の回収に努め欠損
処理も検討する

健一 議員

アイヌ住宅改良資 由に基づき議会の議決 ・税外収入確保推進計

北道

長期滞納者の住宅 な債権の処理基準を明

未済額は、７１５４万 たときに限られている。理の適正化と徴収不能
６千円となっているが、問

この未済額は 年以上 は、滞納額に見合う担 確にするため債権管理

条例の制定も含めて検

年以上経 問

町長に不納欠損処

り、収納不可能な案件 答（福祉課長）滞納者 討中である。

を法的に不納欠損処理 の住宅は築

貸付した債務者が 答（町長）滞納債権の

には①時効の援用権者 権放棄等の債権処理は

が存在しない②地方自 できないのか。

除③地方自治法 条第 行財政改革に関するア さと応援寄附）の実績

治法１７１条７債務免 答（福祉課長）現在、 ・ふるさと納税（ふる

（その他の質問）

く、債権を消滅させる を定めることにより債 性を含め検討したい。

方自治法には規定がな 件等は町債権管理条例 権管理条例制定の可能

債権の不納欠損には地 競売担保価値の無い案 べきと考えており、債

けない債権となる。私 保があっても空き家で な不納欠損処理を行う

で消滅時効の摘要を受 護者等であったり、担 権は明確にして合法的

行為」による貸付債権 人が死亡または生活保 である。徴収不能な債

者合意に基づく「契約 死亡したり、連帯保証 回収取組は非常に重要

住宅改良資金は、当事 問

答（福祉課長）アイヌ 見合う担保価値はない。性について伺いたい。

することができないか。過した住宅で滞納額に 理の考えと今後の方向

30

国からの通知等で検討
問

清流会

金の平成 年度末滞納 を得て、権利を放棄し 画」において、債権管
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経過しているものがあ 保価値があるか。

20

１項第 号の３点の事 クションプランの「税 と今後の取組について

96

Ａ

24

和代 議員
建部

参加し食に関する産業 々に無料提供している。
の役割や現状について 問 町民への「食品ロ
理解を深め、多くの人 ス」削減の啓発につい
々が苦労をして提供し ての考えは。
ていることを学ぶ、食 答（生活環境課長）国
育指導を行っている、 で は 平 成 年 ７ 月 に
栄養教諭においても一 「食品ロス削減関係省
緒に給食を食べ、子ど 庁等連絡会議」で申し
もの様子を知り、問題 合わせをしており、食
点を探りながら食べ物 品ロスに対する普及啓
を大切にするように指 発方策について検討・
協議するとしている。
導を行っている。
問 町の災害用備蓄食 町としては国からの消
品の消費期限の対応は。費者に関する通知等に
答（総務課長）賞味期 基づき啓発等を検討し
限を迎えるアルファ米 たい。
は、町主催または自治
会の防災訓練や防災講
座の出席者へ体験食と
して配布、飲料水は賞
味期限が超えても、手
洗い用や排水用等に活
用し全て防災倉庫に保
管。粉ミルクは、必要
とする施設や町民の方

26
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Ｑ
学力向上対策の取り組みは

Ａ 今年度から「学力向上推進
教師」と「学校司書」を配置

16

27
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日本共産党町議団

Ｑ 日高線復旧に国の資金
確保を

問 ＪＲ日高線は未だ 答（企画課長）１９８
に、復旧の見通しが立 ６年 月の参議院特別
っていない。通学生の 委員会において付帯決
現状について、今後こ 議が採択され、当時の
うした不便が続けば、 運輸大臣、自治大臣は
「そ
苫小牧、札幌へ寮だ下 「政府として努力」
宿だと出ていく心配は の趣旨を尊重」と発言
している。日高沿線住
ないか。
答（教育委員会管理課 民は国民であり、被災
長）年度によって多少 した鉄路や海岸は国土
変動するが、ＪＲ不通 であることから政府が
が、生徒の進路選択に 主導して、特別の配慮
直接的な影響を与える を日高町村会をはじめ
関係機関とともに強く
状況にはない。
問 国鉄の分割民営化 要望していかねばと考
に際して「政府は、輸 えている。
送の安全確保及び災害 問 日高町長が日高門
防止のための施設整備、別ー鵡川間の先行復旧
維持、災害復旧に必要 を求めているが、全線
な資金の確保について 復旧に向けて、まず動
特別な配慮を行う」と かせるところから列車
の国会決議がある。国 を走らせる認識は。
に対して災害復旧を強 答（企画課長）部分的
く求めていくべきでは 復旧で不便が解消され
ることになれば、全面
ないか。

復旧の足掛かりとして
いきたい。
問 報道で「町長が鉄
路確保へ連携を模索」
とあったが、日高町村
会として何を進めるか。
答（企画課長）北海道
全体の交通体系を支え
る「鉄道」がどう役割
を果たしていくのか、
オール北海道としての
議論を重ね、道とも連
携を図りながら対応策
を検討していく。
答（町長）解決には財
源が問題で、復旧とと
もに将来的に運行を維
持していく課題がある。
先日、北海道議会議員
の全員に理解を求める
所信を届けてきた。

Ａ 政府主導の「特別の配
慮」を国に求める

園子 議員

谷

憲行 議員
畑端

ま た 、 本 年 度 か ら として、「住民基本台
問 「全国学力・学習
状況調査」の結果から 「学力向上推進教師」 帳カード」の無料発行、
学力向上対策の取り組 を新たに設置し、町内 「公共交通機関や、タ
全小中学校教員が組織 クシーのチケット」の
みは。
答（教育委員会管理課 的に学力の実態を把握、交付などがある。当町
長）各学校が共通して 分析していくための推 でも検討したが、居住
進めていく事項として 進役を務めること。そ している地域によって
学校規律の取組の徹底、のほか、学校の読書活 公共交通機関を「利用
ノート指導の徹底と家 動を活性化と学力の基 しやすい人」と「そう
庭学習に結び付く取組、盤形成をはかるため、 でない人」に不公平感。
特別支援教育支援員の 新たに学校司書を配置 また、「免許を返納し
活用など６項目を取り し、全ての小中学校に た方」と「免許を持っ
上げている。（町広報 派遣して学校図書館運 ていない方」との不公
営支援を開始する予定。平感が生まれる。その
３月号 参 照 ）
問 交通事故防止対策 ことから実施にいたっ
として、高齢者免許の ていないが、警察や交
自主返納促進に向けた 通安全協会等と連携の
支援策の取り組みは。 もと、自主返納しやす
答（生活環境課長）町 い環境づくりの対策を
内の高齢者の自主返納 研究したい。
は、平成 年の実績で
名となっている。支 （その他の質問）
援策は、道内で実施し ・不登校問題及び対策
ている町村はあるが、 について
返納者に対しての支援

11

凌雲クラブ
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問 シャクシャイン像
の所有主は新ひだか町
であり、老朽化による
建替えは町が主体で行
うべき で な い か 。
答（福 祉 課 長 ） 昭 和
年にシャクシャイン顕
彰会から寄贈を受け町
の財産になっている。
協会長からは、像の傷
みが進み、危険性があ
ることから、少しでも
早い時期に解体し建替
えの要望があったとこ
ろだ。町単独経費によ
る建替えは難しく、文
化庁によるチャシ復元
事業として近い将来移
転・撤去の計画がある
ことから、そのタイミ
ングでの建替えとした
いと話 を し て い る 。
協会側は老朽化のま
ま放置するのは忍びな
くＮＰＯ法人を立ち上
げ寄附を募り、アイヌ

Ｑ 静内農業高校との連携、
相互支援について

（その他の質問）
・日本農業遺産公募に
ついて

の加工など同校の支援
で実施している。
コミュニティ運動協
議会で花の寄せ植え講
習会を同校教諭や同校
生徒と連携し実施。技
術指導を受けた一般参
加者から高い評価を受
け大きな成果があった。

26

Ｑ 町がシャクシャイン像の
建替えをすべきではないか

Ａ 農業体験は平成 年から
１～２名程度受入

隆章 議員

田畑

育成の観点からも静内
農業高校と連携して行
く必要が有るものと認
識している。
問 高校生の受入が１
～２名ではあまりに少
ない。地域の農業者育
成のために大幅に増え
て欲しいが。
答（農政課長）農業高
校側の都合もあり意見
を交換して増やして行
く必要があると認識し
ている。
問 ③社会教育生涯教
育と農業高校との連携
は。
答（社会教育課長）静
内農業高校との連携は
重要と考え平成 年か
ら３年連続で小学生の
親子体験事業を実施し
ている。この事業は、
同校教諭や生徒の指導
のもと野菜収穫や食品

静内農業高校の生産販売市

アイヌ協会が主体で建立へ

が提示されることとな
っている。
問 静内橋が不通とな
った場合の迂回路とし
ての利用からも、この
道路の早期完成が求め
られている。道営工事
ではあるが、町負担も
あり、振興局と充分な
調整を図り進めてもら
いたい。
答（農林水産課長）災
害時の緊急用道路とし
ての機能や役割を担っ
ているものと考えてい
るので、その必要性は
十分認識している。

問 地域の農業人材育
成のため静内農業高校
との相互連携、相互支
援が必要と思うが次の
３点を問う。
①現在の連携方法と課
題について。
②我が町が運営するト
マトのハウス団地や花
卉栽培農業実験センタ
ー、和牛センター等の
施設をインターンシッ
プという形で農校生の
受入と育成連携は可能
か。
答（農政課長）平成
年より事業要望があり
静内ハウス団地でデュ
アル派遣実習と今年度
からインターンシップ
事業で１～２名を受入
れている。農業実験セ
ンター、和牛センター
等では行われていない
が将来を見すえた人材

25

凌雲クラブ
26

Ａ

協会が主体となり新像
建立に向けた動きとな
っている。
問 アイヌ協会の総会
でも像の建替えが決め
られており、寄附集め
に入ると思われるが応
分の寄附をすべきと思
うがいかがか。
答（町長） 回の法要
祭の節目にとの話は聞
いていたが、具体的な
計画も要望もまだ来て
いないので、今後検討
したい。
問 道営広域農道事業
目名の橋は、幽霊橋で
終わるのか。
答（農林水産課長）用
地交渉・土壌採取地等
の問題で、工事がスト
ップしていたが、事業
実施に向けた設計にと
り掛かっている。年内
には、今後の事業費を
含めて、事業予定計画
70

孝志 議員
下川
51

（仮称）目名一号橋
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問 国は２０２０年度
までに赤字から黒字を
目指しているが、当町
の数値 は 。
答（総務課長）基礎的
財政収支（プライマリ
ーバランス）は、国や
地方自治体における財
政の健全性を表す基本
指標のひとつ。行政サ
ービスに係る費用を借
金しないで賄えている
かを示す指標。当町の
平成 年度から 年度
の各年度の数値は黒
字・黒字・赤字となっ
ている。赤字の要因は
総合町民センター建設
事業債など、多額の町
債を新規に借り入れす
る予定であるためであ
る。
国のこの指標は、赤
字状態が続いている。
市町村において、この
26

28

プライマリーバランスは
年度は赤字だが

Ｑ

20

平成

30

Ａ
問

28

Ｑ ピュア融資の町長の給与
減額は

Ａ タイミングとしての時期
は未定である

尚人 議員

３月議会で町長は 中心とした店の入店が の整備はしていないが、

清創会

給与の削減とすると答 に本社のある設計業者

弁された６月議会でそ に誠意が感じられずに 提言

問

平成 年度の年間

できず札幌の業者に変 ても年間６００万円の

い、迷惑をかけること

年と はしないと言ってピュ

る可能性がある。平成 定基準の見直しをする

年６月議会で入店よ べきである。

り先に修繕をしなけれ

答
（商工労働観光課長）

ピュアに食料品を 指摘されたボイラー等

みである。

約６１００万円の見込 備をされたのか。

工事費を含めた経費は、たが入店前に設備の整

答
（商工労働観光課長） ばならないと答弁され

維持管理費は。

問

だ決めていない。

給の額とその月数はま が故障し町の責任とな 字の原因である家賃算

きと考えているが、減 していたことから設備 取得した家賃収入の赤

成の見通しができたと 古く１階も４年位閉鎖 アの１階を代物弁済で

ピュア建築

オープンする時と三石 ている。

料品を中心とする店が が遅れていると理解し 長は町民の負担としな

答（町長）ピュアの食 更したことにより工事 町民の負担となる。町

のと思っていたが。

の責任を明確にするも 予定していた設計図が ピュアに店が全部入っ

工事費を除いて

町民センターの両方を 答（町長）最初の東京 いと思っている。

んの責任及び三石総合 で遅れる理由は何か。 で現段階では問題はな

ピュアへの融資と破た ７月中旬から８月末ま 法定点検をしているの
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総合町民センターの完 問

30

20

60

福嶋
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公一 議員
阿部

60

数値の赤字状態が続く 考慮すると、総量を
ことは稀であるが、将 ％削減しなければ、と
来世代への負担を増や しているが、いかがか。
すことは、財政運営の 答（契約管財課長）公
安定化を考えると、新 共施設等総合管理計画
規町債の発行に関して の実施方針では、総量
は、極力抑制すること を ％削減する目標。
％削減は、総量を変
が必要と考えている。
問 安定的財政運営か えることなく、大規模
らも、経常経費削減が 改修・建替え、インフ
求められるが、公共施 ラの更新に要する費用
設におけるその目標数 の見込みから、直近の
投資的経費平均執行額
値は。
答（契約管財課長）統 相当に置き換えると、
合・廃止については、 この程度のものとなる。
検討を進めている段階。
公共施設等管理計画に （その他の質問）
基づく、 年後までに ・熊本地震の教訓から
施設総面積の ％削減 災害対策本部の対応機
を目標とし、集会施設 能
の統合を検討し、町の ・ＪＲ日高線現状に対
する庁内検討会議の方
方針を決定する。
問 総合管理計画書で 向
は、他の自治体と同程 ・仮称「自治会加入促
度、中長期的な経費を 進条例」制定について

28

清創会
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31

Ｑ 地元の業者・資材の
活用を

28 19

Ａ 建設協会を通じて要請
している
あるが。
答（契約管財課長）建
設資材を町が購入して
工事をすすめるという
方法がないわけではな
いと考えるが、実際に
はそれが可能かどうか
判断できない。今後、
町のお願いを極力聞い
てくれるかどうかの問
題なので、慎重に検討
してみたい。
（その他の質問）
・保育施設の整備計画
と生活館維持・管理計
画について

ついて説明があり、沿
総務常任委員会 線自治体として早期復
旧を強く求めるよう要
委員会で審査・協議 請した。
した中から主な案件を
〇６月９日開催
報告します。
６月定例会に提案さ
れる補正予算概要の説
〇５月 日開催
平成 年３月 日公 明があったが、主に４
布された「地方税法等 月の人事異動に伴う人
の一部を改正する等の 件費補正であった。人
法律」に基づき、次の 件費に関し、職員の定
３条例の改正について 員管理計画の推移を求
説明を受け、審査した。 めたところ、一般行政
①新ひだか町税条例② 職員は計画的に減少し
新ひだか町都市計画税 ているものの、医療職
条例③新ひだか町国民 員や福祉職員は体制の
健康保険税条例 平成 充実と制度改正により
年度の「ふるさと応 増員している状況にあ
援寄附」は、予算額９ るとのことであったが、
０００万円に対して６ 適正な計画と管理を求
２６５万１０円の実積 めた。
平成 年度の町税等
であったことが報告さ
れた。今後の返礼品の の収納は、現年度課税
見直しやインターネッ 分の収納強化を図った
トでの取り扱い強化を ことで収納率が大きく
図るなど寄附の呼び込 向上していることが報
みの方法等について説 告された。今後とも納
明があり、他の自治体 税意識の高揚と納税環
での取り組みについて 境の整備を求めた。
ＪＲ日高線の状況に
質疑した。
ＪＲ日高線の状況に ついて説明があり、現
27

清 議員
川合

問 ３月議会で私は、 することを基本として
「循環型の地域経済を いる。建設産業の重層
めざして」の質問をし、的下請け構造により、
公契約条例制定、より その下請負人、工事材
細かな分離・分割発注、料や建設機械の調達に
町外からのプレカット おいても、地元業者の
済みの建設部材の調達 活用が重要になるが、
や協業化・共同化への 下請負契約は、元請け
誘導などを指摘し検討 業者と下請負人の間の
を求めた。これに対し、契約となることから、
町長は「頭に常に持っ 発注者が元請け業者の
て、心掛けてまいりた 事業活動行為に強く介
入できないこととなっ
い」と 答 弁 さ れ た 。
今議会で、議案とし ており、町として競争
て提出された柏台公住 入札参加者に対して、
の建設工事に際し、こ 可能な限り地元業者・
れらの点について検討 資材を活用してもらう
されたのかどうか伺い ように建設協会を通じ
て要請しているところ
たい。
また、かっての町政 だ。
は工事完了時、地元調 問 「お願い」だから
達率の算出のための報 聞いてもらえるか、も
告を求めていたが、今 らえないかはわからな
はどうなっているのか。い。例えば、建設資材
答（契約管財課長）町 を町が購入し、「材料
の発注は、地元業者に 支給」での工事発注も

27

～
委 員 会 報 告
～

日本共産党町議団

柏台公住建設現場
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常任委員会は、議会開会中や議会閉会中に議会の承認を得て開催されるもので、
その審議に発言回数や時間制限はなく、十分な審議が確保され、それぞれの委員会
の所管事項について審議されている。
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実的な復旧と早期着手
の要請活動を強く求め
た。

文教厚生常任委員会
５月 日 、 ６ 月 日
開催された委員会では
主に、一般会計補正予
算に関して審議が行わ
れ、そのいくつかを報
告しま す 。

ことから、民間能力を 交通費負担など特例措
活用し介護等専門業者 置 は 」「 住 宅 や 保 育 所
に指定管理委託するこ などの整備は」の質問
とで、きめ細やかなサ に 対 し 、「 住 宅 手 当 に
ービス体制を整えると て本人の負担軽減に努
した。委員からの「指 めており、両病院とも
定管理料が事業に見合 院内保育所を整備し、
うものなのか」「利用 それらの有利な条件に
料金収入はどうなるの ついてはハローワーク
か」の質問に対して、 に 情 報 を 提 供 し て い
十分にやっていける金 る 。」 と の 説 明 が あ っ
額であり、「きずな」 た。
にあっては入所定員が
定められており、「収 学校司書配置について
受代行制度」を採用し、 教育委員会より、今
利用料収入の範囲内に 年度から町立図書館に
おいて指定管理料を支 学校司書（２名）を配
払うとのことだった。 置し、全小中学校に派
遣するとの報告があっ
た。実施内容は週４日
勤務（通年）のパート
２名とし、学校の状況
に応じ、図書選択、購
入支援、環境の整備、
読書活動や学習指導支
援に取り組むとした。
委員からの「学校司書
は 有 資 格 者 を 」「 学 校
図書館の機能を果たす
ためにも専任者として
いくなど、さらに充実
の方向はあるのか」の
看護師確保に向けた取
り組みについて
病院事業会計に関わ
り、看護師の１人当た
り月平均夜勤時間によ
っては、診療報酬が、
年間で数千万円の減収
が見込まれ、看護師数
の確保が急務であり人
材登録会社を活用した
確保も協議していると
の説明があった。委員
からの「三石病院への

指摘に対し、
町側は「そ 後から、これまでの状 会社の案を設計業者で
の方向で努力したい」 況については、４月
作成している状況との
とした。
日より事業者による造 こと。トイレの改修に
作物撤去工事が開始さ ついては、改修前は、
れ、町がテナント入居 男性用の大の和式が２
にあたり実施する工事 基、小が３基、身障者
として、電気引き込み 用は洋式が１基、女性
改修工事と屋外給排水 用は和式が４基、洋式
工事を発注している。 が１基。改修後は、男
併せて、ピュア一階部 性用の小の方は全部取
分の再開に向けて、一 り替え、大の和式２基
階一般用トイレの改修 を洋式のウォシュレッ
工事の入札を実施して ト付き１基にする。身
いる。また５月 日に、 障者用については、洋
パシフィック観光の関 式の大便器を、ウォシ
経済常任委員会 係者と今後のスケジュ ュレット付の洋式に取
ールなどの協議を行い、 り替える。女性用は、
５月 日、６月 日 事業者側より、一部レ ウォシュレット付洋式
に行われた委員会の主 イアウト変更と当初予 便座３基にする。
な内容を報告します。 定していた設計施工業
者の変更により、店舗 ○６月 日開催
○５月 日開催
のオープンが７月中旬
水産林務課より「静
商工労働観光課より から８月下旬頃に遅れ 内漁港整備の予定につ
パシフィック観光株式 る予定との説明があっ いて」説明があった。
会社との契約について た。そこで「レイアウ 今年度は北海道室蘭建
説明があった。内容は、 ト の 変 更 内 容 に つ い 設管理部が事業主体と
３月 日付で貸付け面 て 」 と 、「 ト イ レ の 改 なり、漁港機能強化事
積７１４・８３平方メ 修は何個なのか」の質 業として、仮設道路な
ートル、貸付期間が平 問があった。レイアウ どの陸上工事と砂防堤
トの変更内容は、足湯 の一部約 メートルを
成 年７月１日から
年間の建物賃貸借契約 の位置やバックヤード ８月末に発注の予定と
を締結した。契約締結 のあたりを変更して、 説明があった。
町立図書館

13

10

列車代行バス

10

新ひだか生活支援ハウ
ス条例一部改正につい
て
「生活支援ハウスき
ずな」の入居者は、高
齢化・虚弱化により健
康相談、介護予防の支
援体制が必要となった
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第２回臨時会

６月21日～23日

第３回定例会

６月28日

日高中部消防組合議会定例会

日高中部広域連合議会臨時会

日高中部衛生施設組合議会臨時会

５月23日

６月10日

４月19日
６月13日

５月25日

６月17日

22日
◎議会広報特別委員会

６月23日、７月８日、11日、14日

北海道町村議会議員研修会

７月22日

日高地区軽種馬議連総会

60
７月５日～６日

既成概念の打破と挑戦

６月９日

日本人の特性”に注目
して、ローマ法皇に神
子原米を贈る戦略を立
て、集落農家とともに
ブランド化を進めた。
その結果、１俵（ キ

５月27日

～全道議員研修会～

４月19日

ちを動かす」をテーマ
に、立正大学客員教授
高野誠鮮氏が、スーパ
ー公務員と呼ばれた石
川県羽咋市職員時代に
典型的な「限界集落
（４６７人、高齢化率
％ ）」 で あ っ た 神 子
原地区を集落住民とと
もによみがえらせた実
績を報告をした。
高野氏は“外国人が
褒めたものを重用する

５月20日

平成 年度の北海道
町村議会議員研修会が
７月５日に札幌コンベ
ンションセンターで開
催され、 名が参加し
６日には北海道博物館
の視察 研 修 を し た 。
全道１４４町村、１
７６８ 人 参 加 し た 。

５月19日

ローマ法皇に神子原米
を
○「ひとを動かし、ま
◎文教厚生常任委員会
◎総務常任委員会

57

◎議会運営委員会
◎経済常任委員会

16

28

議会のうごき

ログラム）１３０００
円の米を４２０００円
で売ることができた。
この成功で農家の婦人
が主体となって（株）
神子の原を設立し年商
１億円に成長させた。
「議論するより実行
を」自らの型破りな挑
戦と快挙を語られた。
不安定化する国際情勢
○東京新聞、中日新聞
論説副主幹長谷川幸洋
氏が「日本の行方～政
局・政治展望」をテー
マに尖閣諸島と今後の
中国の行方、中国の南
シナ海への進出の意
味、また共存共栄、相
互依存の時代からテロ
との戦いなど、難しい
時代へ変化していく兆
しの国際情勢を述べ
た。また国内経済は大
型補正予算、財政金融
対策が考えられるが国
際情勢を考えると、こ
れからの経済の明るさ
はないと語った。

北海道博物館研修視察
北海道博物館は旧名
北海道開拓記念館から
改称し、リニューアル
してオープンした。ア
イヌ文化に対する新し
い考え方などを視察
し、元副館長（元学芸
部長）出利葉浩司氏か
ら説明をしていただい
た。
海外では、訪問客を
一番先に地元の博物館
に案内するという慣習
から、北海道もそのよ
うな施設が必要ではな
いかとして、
（故）
町村
知事により建設された
経緯の説明があり、観
光も含め現在の要望に
応える博物館を目指し
ていることなど講話さ
れた。

༎ਬࢃܱ

あ～そうなのか、わ
かったよ！読みやすく
分かりやすい紙面を作
ろうと、今回も奮闘し
ての編集でした。議会
の役割として、公平公
正に効果の高い事業が
効率的に行われている
かというチェック。よ
り良いまちづくりのた
めに行政に対してどの
ような提言をし、政策
としての実行を求めて
いるかなどを分かりや
すく伝えたいと思って
います。
本会議の議案審議、
委員会での議案審査や
調査、更には一般質問
など、幅広い活動をお
伝えする難しさを感じ
ての編集です。もう一
つ大事な役割として、
できるだけ多くの情報
を正しく伝えていきた
いと思っています。
『議会だより』がまち
づくりの一助となるよ
う、充実させていきた
いと思っています。
 （文 川端克美）

